
平成31（2019）年度　一橋大学大学院言語社会研究科　授業時間割表　【春学期・夏学期】
2019/5/31更新

曜日 部門 　   　　授　業　科　目 教員 教室 　　   　授　業　科　目 教員 教室 　　   　授　業　科　目 教員 教室 　　   　授　業　科　目 教員 教室 　　   　授　業　科　目 教員 教室

一般言語学入門 渡辺 1201 社会言語論Ａ 糟谷 共同３ 言語と社会Ａ イ 1201 英語圏文化論Ｂ 井上 ゼミ１

美術論Ａ 小泉 大教室 専門日本語表現技法ⅡＡ 栁田 4205 文献演習（ラテン語）Ⅲ 堀尾 1204 博物館経営論 林 共同１

演習 小泉 共同２ 博物館教育論 寺島 共同１ 演習 坂井 ゼミ２

博士課程コロキウム 武村
共同2

,AV2,AV1

演習 イ 共同２ 日本語学講義Ｂ 庵 2201 演習 栁田 4203

人文学特論Ｄ 武村他 共同３ 音楽論Ａ 小岩 ＡＶ１ 多言語社会論 三ツ井 ゼミ１ 文献演習（中国語） 星名 共同３ 演習 三原 共同１

文献演習（ドイツ語Ｂ) 尾方 ゼミ２  英語圏言語文化特別研究Ａ 博物館概論 小泉 大教室 演習 イ 共同２

演習 小関
第2研視聴

覚317 文献演習（英語） 三原 ゼミ２ 演習 イ 共同２ 演習 小岩 ＡＶ１

文献演習（ドイツ語Ａ） 清水（朗） 1205 演習 小岩 ＡＶ１ 演習 金井 磯研２０１

文献演習（フランス語Ａ） 鵜飼 共同１ 演習 金井 磯研２０１

演習 星名 共同３

日本語教育学講義Ｊ
太田・
栁田

4205 日本語学講義Ｃ 栁田 4205 日本語教育学講義Ｃ 阿部 ＭＬ

英語圏言語文化特別研究Ｅ 越智 ゼミ２ 中国語圏文化論Ａ 高橋 ゼミ2 言語と社会Ｃ 吉田 小ゼミ１

文献演習（ラテン語）Ⅰ 堀尾 1303 文献演習（ギリシア語）Ⅲ 堀尾 1204 ドイツ語中級（海外研修準備） 小岩 ＡＶ１

共通ゼミナール（3・4年） 小岩 ＡＶ1　 フランス語上級P ドゥニオ ゼミ１

日本語教育学講義Ａ
太田・
栁田

4202 日本語教育学講義Ｇ 太田 4202

日本語上級（読解）Ⅱ 庵 大教室

人文学特論Ｂ 小岩他 共同３ フランス語圏文化論 小関 ゼミ１ 言語政策論 安田 ゼミ２ 倫理学入門 須藤 共同２ 演習 井上 ゼミ１

博士課程コロキウム 安田 ゼミ２ 文献演習（ギリシア語）Ⅰ 井阪 1207 スラブ語圏文化論 三田 小ゼミ１ 文献演習（ラテン語）Ⅱ 井阪 1310 演習 糟谷 共同３

博物館資料保存論 筒井 共同３ 美術論基礎Ｂ 藤元 1201 演習 糟谷 共同３ 演習 中井 ゼミ２

演習 安田 ゼミ２ 専門日本語表現技法Ⅰ 志賀 共同３ 演習 中井 ゼミ２

演習 松原 共同１ 文献演習（ギリシア語）Ⅱ 井阪 1310

演習 黒石 小ゼミ２ 文献演習（ドイツ語Ａ） アインス 共同２

演習 越智 小ゼミ２

日本語学講義Ｅ 庵 4205 演習 石黒 4205 演習 庵 4204 日本語教育学講義Ｂ 太田 4201

演習 松原 研究室

演習 武村 ＡＶ2 社会言語学入門 荒井 共同３ 映像論Ａ 織世 共同１ 中国語圏文化論Ｂ 星名 共同２ 演習 鵜飼 共同３

文献演習（フランス語Ｂ）
ド・ランク

ザン
小ゼミ１ 演習 石井 小ゼミ１ 演習 尾方 ゼミ１ 共通ゼミナール（3・4年） 松原 共同１

表象芸術論 吉川 ＡＶ１ 演習 吉川 小ゼミ2

学部ミナール 小林 小ゼミ1

演習 太田 4202 演習 小磯 ＡＶ１ 演習 山崎 ゼミ２

比較文化学講義Ａ 松原 共同２

   教室の表示について

CELSではこの時間割の「演習」の枠に、副ゼミとしての「第2演習」も表示されますので、主演習の方は「演習」、副ゼミの方は「第2演習」を選択してください。

※使用教室は変更する場合があります。教室の変更・休講については言社HP又は事務室でご確認ください。

　　　（言社ホームページURL：　http://gensha.hit-u.ac.jp/students/class_info.html　【言社HOME＞在学生の方へ＞授業情報】）

第３時限(13:15～15:00） 第４時限(15:15～17:00) 第5時限(17:10～18:55)
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第１時限(8:45～10:30) 第２時限(10:45～12:30）

水

第
１

第
２

※
注
意
事
項

＊　「学芸員資格についてのオリエンテーション」は、
４月９日【火曜４限】の博物館概論で説明します。

＊　履修登録上、秋・冬学期金曜日第１時限に設定され
ている「博物館実習Ⅲ」及び冬学期集中講義に設定され
ている「就業体験実習」が他の科目と重複する場合は言
語社会研究科事務室へ問い合わせること。

集
中
講
義

木

第
1

第
２

金

第
１

第
２

ゼミ１：国際研究館４階
ゼミ２：国際研究館５階
共同１：国際研究館４階
共同２：国際研究館４階
共同３：国際研究館５階

4201番教室～4205番教室

：国際研究館２階

4101番教室～4104番教室

：国際研究館１階

研究室：各教員の研究室

小ゼミ１：国際研究館５階
小ゼミ２：国際研究館５階
大教室：国際研究館４階

AV1・AV2：国際研究館４階
ML会議室：国際研究館５階

××（２桁）：本館
×××（３桁）第１・２講義棟

１×××（４桁）：東１号館
２×××（４桁）：東２号館

磯21：磯野研究館２階

２研視聴覚：第２研究館視聴覚室

1


